
第 3回　ワークショップ

確定！ハスコンとハスフェス
日時：2019年5月23日（木）

場所：泉南市埋蔵文化財センター

参加人数：16名

■全体で決めることを確定
プログラムの内容やそれに向けての準備、費用をと

るかとらないか、定員、ブースの配置から、チラシ

での告知内容、時間帯の調整など全体で話合い、共

有するべき情報をこの日に確定することにしました。

ほかにも、「10 時半問題（開始時刻を 10 時とする

か 10時半とするか）」など、個別のプログラム毎に

話し合っていたために統一できていない部分なども

話し合いました。

10 時半、テント、クイズラリー
　個別のチームごとに話し合っていたこれまでの話

し合い。この日は全体で話し合うべきことを、事務

局が選び出してはなしあうことにしました。「10時

半問題」とは、開始時刻がプログラムによって統一

されていないこと。結局開場に合わせて 10 時に統

一することにしました。「テント問題」とは個別の

プログラム毎にテントの要望があったので、たくさ

んのテントが必要（＝作業が増える +プログラムご

との連携がとりにくい）だったのですが、この日の

話し合いでテント 2台、２つのプログラムが協力し

て運営することで合意。「クイズラリー問題」とは、

プログラム実施に必要な人員の確保があいまいだっ

た問題。竹のコマ回しの横での受付 +館内でのクイ

ズラリー（はくふだを使用）をかけもちしながら実

施することで、担当者を確保。事務局のシゴトはこ

こにあります。

1 年ぶりのハスコンサート
　昨年は開催しなかったハスコンサートを今年は再

開。いつも通り、コンサートとお茶会と古布の小物

展のセットです。コンサートの内容はMさんが担当

し、合唱と尺八に決定。泉南市伝統文化子ども教室

のみなさんによるお茶のお点前もあります。小紬屋

かん野さんの作品には、昨年咲いたハスの花托を使

用することに。年々にぎやかになり楽しみです。

駆け込みプログラム発生！
この日の打合せのあと「実はうちもしたかったのだ

けど…」との電話が２本ありました。大正琴チュー

リップさんと、信達中学校ギターマンドリン部の皆

さんです。ここまでのWSの時期に、ほかのシゴト

もあってあたふたしていた事務局。出演を楽しみに

していただいてたのに、連絡を失念。ふたつとも昼

食会場を使うプログラムだったので、昼食時間を減

らしてなんとか実施できることになりました。
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７月１４日（日） 開演：午後１時３０分 

埋蔵文化財センター 

会場：埋蔵文化財センター講堂兼視聴覚室 

 

 

マンドリン・ギターアンサンブル 
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日本叙情曲集 

津軽のふるさと 

日本の幻想   他 

ハス・コンサート 
 

第４回 

申込み不要・入場無料・雨天決行 

問合せ：電話 072-483-6789 

泉南市信達大苗代 374-4 

主催：泉南市教育委員会 

協力：泉南市文化協会 

 《ご注意》当日午前 11時の時点で、 

泉南市に大雨・洪水・暴風警報が発令されている場合は中止します 

 

古布を活かした

手作り小物展 

小紬屋 
かん野 

ハスコンサートの内容



この取り組みに　参加してみたい方大歓迎です！
問合せ・ご意見は、泉南市埋蔵文化財センターまで

TEL:072-483-6789　
メールアドレス：maibun@city.sennan.lg.jp

【途中参加大歓迎です！】この取り組みに参加してもら
える方を募集中です。ぜひお声掛けください。
【意見交換会を開催します】今年の取り組みに対する皆
さんの意見を、次回の取り組みに活かすためのもの。
日時：7/30（火）午前 10 時～　会場：まいぶん

ハスフェスタのプログラムと配置

「池上曽根弥生学習館！無料・先着 100 名
　星形ペンダントをつくろう！」
　10：00 ～ 14：30　協力：泉大津市立池上曽
　根弥生学習館。石を削って星形ペンダントを
　つくります！

「CoderDojo せんなん　　 無料
　　　　　 プログラミング体験」
10:00 ～ 15：00　協力：Coder Dojo せんな
ん。だれでも気軽にプログラミングを体
験！はじめてでも気軽に楽しめます。

「親子であそぼう！」　無料　
10：30 ～ 11：00　協力：地域子育て支援セ
ンターひだまり。手あそび、ふれあいあそび、
ペープサート！

「おでかけガス科学館」　無料・先着60名
①11：00 ～ 12：00　②14：10 ～ 15：10
協力：大阪ガス ガス科学館。エネルギーと科学
の不思議！冷たい世界をのぞいてみよう。

「弥生文化博物館！100 円・各回先着 10 名
　銅鐸風鈴をつくろう !」
①10：00～②11：00～③13：00～④14：00～
協力：府立弥生文化博物館。石こうの銅鐸に、
絵を描き、オリジナルの風鈴をつくろう！

「きしわだ自然資料館！200円・先着20名
ガーネットサファイアをさがそう！」
10：00 ～ 14：30　協力：きしわだ自然資
料館。二上山の砂からなんと…ガーネット
やサファイヤなどの宝石がみつかります。
当日見つけた宝石は持帰りOK！

「国産小麦！天然酵母！のパン」
協力：さんさんベーカリー。お得でおいしい
パンと、つめたいジュースの販売。

「減農薬の味噌と野菜！」
協力：ワークセンターHOS。減農薬米をつかっ
た健康味噌や野菜の販売など！

「小谷城郷土館！　無料・先着 30 名
　　　　　折り紙であそぼう」
10：00 ～ 14：30　協力：小谷城郷土館。
いきものの折紙をつくったり、それを使っ
た虫とりもあり！昔からの風呂敷や結び
方を今の暮らしに生かす体験もあり。

「フラダンス体験」　無料
13：30 ～ 14：10　協力：ハワイアン＆ポッ
プスフラ同好会プメハナ。日本の歌謡曲で
のフラ。民踊も！

「歌声喫茶」　無料
13：00 ～ 13：20　協力：いずみバント。皆
さんご存知の愛唱歌を、「歌声喫茶」風に皆
さんと一緒に！

「市民企画プログラム   
              紙トンボ」無料・各先着 20 名
10:00 ～ 12：00　牛乳パックとストローで
つくる簡単紙トンボ。

「歴史館いずみさの！無料・先着 50 名
　くるくるレインボー !」
10：00 ～ 14：30　協力：歴史館いずみさの。
棒を回すとシャボン玉のようになるおもちゃ
をつくります！

「市民企画プログラム
　竹のコマづくり」　無料・各回先着 20 名
　①10：30 ～②13：00 ～君にもできる！竹を
　使ったコマづくりに挑戦しよう！

「市民企画プログラム
　クイズラリー」　無料・各先着 50 名
　①10：30 ～　②13：00 ～　簡単な三択クイ
ズ　に答えて賞品をゲットしよう！

「いずみの会！　無料・先着 30 名
　フェルトの状差しづくり」　
　①10：30 ～ 13：30　協力：いずみの会。ハ
　スの花をあしらった、きれいな状差し（はが
　きなどをいれる壁掛け）づくり！

「市民企画プログラム   ハスの花の
           折り紙づくり」無料・先着 30 名
10:00 ～ 12：00　13：30 ～ 14：30。かん
たんにできる！折り紙でつくるハスの花。
折り紙で作った金魚釣りもあるよ！

「市民企画プログラム  　　
　　らくがきとシャボン玉」　無料
　11:00 ～ 12：00　13：00 ～ 14：00　大き
な紙に自由にお絵かき！シャボン玉もできる！

「せんなんタマーロ！　有料・先着 30 名
　スライムづくりとハンドメイド販売」
　10：00 ～ 15：00　協力：せんなんタマーロ。
　スライムづくりとハンドメイド品の販売！
　くじびきわたあめもあるよ！

「大正琴の調べを楽しもう！」　無料
10：00 ～ 10：15　協力：大正琴チューリッ
プ。きよしのズンドコ節、さくら変奏曲など、
日頃の練習の成果を発表！

「伝統文化子ども教室　
　　　　生け花体験」200 円・先着 20 名
　10：00 ～ 14：30　協力：伝統文化子ども教室。
　ちょこっと体験、生け花の世界。

【注意】当日午前 8時の時点で、暴風・大雨警報・暴風警報・洪水警報のうちのいずれかが、大阪府全域・泉州地域・泉南市のいずれかで発令されている場合は、中止です。

「市民企画プログラム   
              水てっぽう」無料・各先着 30 名
10：00 ～ 14：30　むかしながらの手作り、
竹で作った水てっぽうであそぼう。

「ジャンボせんなんかるた大会」　無料
12：40 ～ 13：00　協力：せんなんかるた普
及実行委員会。お昼休みにちょこっと体験！
賞品があるかも？

「マンドリンコンサート」　無料
12：20 ～ 12：40　協力：信達中学校ギター
マンドリン部。日頃の練習の成果をぜひ！

10:00  開場

10:00-10:15 「大正琴の調べを楽しもう！」大正琴チューリップ（机×4、イス×8、マイク×３

10:30-11:00 「おやこ遊び」　子育て支援センターひだまり（ブルーシート敷く

11:00-12:00 「おでかけガス科学館」大阪ガスガス科学館（ホワイトボード×１、机×4、プロジェクタ用机×１

12:00-12:20 昼食会場

12:20-12:40 「マンドリンのコンサート」信達中学校ギターマンドリン部

12:40-13:00 「ジャンボせんなんかるた大会」せんなんかるた普及実行委員会（マイク×１、机×1）

13:00-13:20 「歌声喫茶」いずみバンド（イス×

13:30-14:10 新家公民館フラダンスハワイアン &ポップスフラ・プメハナ（ラジカセ持参？

14:10-15:10 「おでかけガス科学館」大阪ガスガス科学館（ホワイトボード×１、机×4、プロジェクタ用机×１　
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